
19013 7月5日 曇 良 （2函館2） 第2日 第1競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走9時50分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：07．8

良
良

11 セントポーリア 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 41：11．7 7．1�
88 カモミールティー 牡2鹿 54 C．ルメール 保坂 和孝氏 小笠 倫弘 平取 清水牧場 448－ 4 〃 アタマ 1．7�
55 シゲルテンチョウ 牡2鹿 54 国分 恭介森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 日高大洋牧場 464± 01：11．91� 14．4�
33 ビップレックス 牡2鹿 54 大野 拓弥鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 446＋ 41：12．11� 9．2�
77 キ ン バ 牡2栃栗54 藤岡 佑介ケーエスHD 武 英智 新ひだか 前谷 武志 432＋ 21：12．2� 4．5�
89 メイショウワゲン 牡2青鹿54 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 478－14 〃 クビ 72．3	
22 ベイビーシャーク 牡2芦 54 菱田 裕二北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 462－ 41：12．83� 30．2

66 ビーチリゾート 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 本間 忍 日高 浜本牧場 446＋ 2 〃 クビ 132．9�
44 ターニングアップ 牡2鹿 54 黛 弘人�ミルファーム 田中 清隆 新冠 中本 隆志 436－ 41：13．33 188．8�

（9頭）

売 得 金
単勝： 33，724，400円 複勝： 75，111，200円 枠連： 5，847，300円
馬連： 43，599，200円 馬単： 30，769，700円 ワイド： 37，136，200円
3連複： 58，522，800円 3連単： 127，098，200円 計： 411，809，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 160円 � 110円 � 240円 枠 連（1－8） 500円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 240円 �� 540円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 8，720円

票 数

単勝票数 計 337244 的中 � 40202（3番人気）
複勝票数 計 751112 的中 � 53542（3番人気）� 498989（1番人気）� 27976（5番人気）
枠連票数 計 58473 的中 （1－8） 8899（2番人気）
馬連票数 計 435992 的中 �� 58985（2番人気）
馬単票数 計 307697 的中 �� 14036（5番人気）
ワイド票数 計 371362 的中 �� 44631（2番人気）�� 15864（8番人気）�� 20717（6番人気）
3連複票数 計 585228 的中 ��� 28538（5番人気）
3連単票数 計1270982 的中 ��� 10566（28番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．1―12．5―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．6―48．1―59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F36．1
3 ・（1，5）（3，8，7）（2，9）（6，4） 4 ・（1，5）7（3，8，9）（2，6，4）

勝馬の
紹 介

セントポーリア 
�
父 アイルハヴアナザー 

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．6．13 函館3着

2018．2．16生 牝2鹿 母 キ ー パ ッ プ 母母 サ ル ー ル 3戦1勝 賞金 6，900，000円

19014 7月5日 曇 良 （2函館2） 第2日 第2競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

69 タガノグリュック 牝3栗 54 藤岡 佑介八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 500－ 41：46．8 7．4�

11 ティケイプルメリア 牝3鹿 54 藤岡 康太田畑 勝彦氏 林 徹 浦河 秋場牧場 452＋ 41：47．11� 6．1�
57 グラナートロート 牝3栗 54 吉田 隼人 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 436＋ 4 〃 クビ 9．7�
58 ノーブルローズ 牝3鹿 54 大野 拓弥吉木 伸彦氏 高柳 瑞樹 新ひだか 橋本牧場 448＋ 21：47．31 77．8�
46 シゲルハクチョウザ 牝3鹿 54 柴山 雄一森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 森永 聡 446± 01：47．4� 160．7�
34 トーホウロゼ 牝3黒鹿54 加藤 祥太東豊物産	 石坂 公一 浦河 有限会社

吉田ファーム 452－ 4 〃 アタマ 157．0

813 デルマルビー 牝3栗 54

52 △木幡 育也浅沼 廣幸氏 千田 輝彦 日高 ファニーヒルファーム 466－ 61：47．93 6．0�
33 ロンギングフレンド 牝3黒鹿54 横山 和生坂本 浩一氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 504＋ 2 〃 アタマ 12．3�
22 ドリームバンドーム 牝3黒鹿 54

51 ▲秋山 稔樹�宮内牧場 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 468＋ 41：48．22 206．1
610 オーロラテーラー 牝3栗 54 国分 恭介中西 浩一氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 464＋ 21：48．3� 24．0�
712 キ ク 牝3鹿 54 丹内 祐次石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 豊洋牧場 472＋101：51．0大差 27．2�
814 レッドルピナス 牝3鹿 54 C．ルメール 	東京ホースレーシング 中内田充正 千歳 社台ファーム 412＋ 21：51．85 2．5�
45 ペイシャティアラ 牝3栗 54 黛 弘人北所 直人氏 松永 康利 様似 清水スタッド 456± 01：52．97 26．6�
711 レッドマリアベール 牝3鹿 54 丸山 元気 	東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 484＋181：55．0大差 16．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，337，900円 複勝： 58，336，200円 枠連： 11，184，100円
馬連： 54，507，000円 馬単： 24，852，800円 ワイド： 52，670，700円
3連複： 87，462，400円 3連単： 89，944，100円 計： 415，295，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 190円 � 160円 � 280円 枠 連（1－6） 1，400円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 3，560円

ワ イ ド �� 510円 �� 990円 �� 740円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 28，200円

票 数

単勝票数 計 363379 的中 � 39115（4番人気）
複勝票数 計 583362 的中 � 79099（3番人気）� 108231（2番人気）� 46080（5番人気）
枠連票数 計 111841 的中 （1－6） 6163（7番人気）
馬連票数 計 545070 的中 �� 26110（5番人気）
馬単票数 計 248528 的中 �� 5229（10番人気）
ワイド票数 計 526707 的中 �� 27668（4番人気）�� 13234（12番人気）�� 18151（7番人気）
3連複票数 計 874624 的中 ��� 12937（12番人気）
3連単票数 計 899441 的中 ��� 2312（77番人気）

ハロンタイム 7．1―11．0―11．7―12．1―12．4―12．6―12．8―13．1―14．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―29．8―41．9―54．3―1：06．9―1：19．7―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．9
1
3

・（7，9，14）3，10，13（1，5，11）（4，12）（6，8）2・（7，9）（3，1）－10－（8，14，13）－6（11，4）－（5，2）12
2
4
・（7，9，14）3（1，10）－13，11－（5，8）（4，6，12）2・（7，9）－1－3－（10，8，13）＝（6，4）－（2，14）＝（5，12）11

勝馬の
紹 介

タガノグリュック �
�
父 タガノロックオン �

�
母父 タガノゲルニカ デビュー 2020．2．22 京都6着

2017．4．10生 牝3栗 母 タガノハピネス 母母 タガノラフレシア 6戦1勝 賞金 9，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペイシャティアラ号・レッドマリアベール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

8月5日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 フクジュ号・ワイルドキャット号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 函館競馬 第２日



19015 7月5日 曇 良 （2函館2） 第2日 第3競走 ��
��1，000�3歳未勝利

発走10時55分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
56．9

重
重

11 � カ ク シ ン 牡3黒鹿56 丸山 元気風早 信昭氏 森 秀行 米
Thomas Scucci, Renee
Scucci, Dividing Ridge
Farm LLC & Doug Smith

500± 0 59．5 6．9�
33 エンジェルティアラ 牝3栗 54 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 4 59．6� 11．2�
78 スリーハーバー 牡3栗 56 勝浦 正樹永井商事� 柄崎 孝 厚真 阿部 栄乃進 B494＋ 4 59．92 4．7�
810 ロードドミニオン 牡3鹿 56 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 西浦 勝一 新ひだか タイヘイ牧場 452＋ 81：00．22 5．4�
811 ベルサンライズ 牝3鹿 54 加藤 祥太松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 476＋ 21：00．41 48．0�
55 ヨドノエール 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士海原 聖一氏 西園 正都 浦河 林農場 450＋ 41：00．71� 308．9	
79 ユ キ ネ エ 牝3黒鹿54 水口 優也杉野 公彦氏 浜田多実雄 浦河 ディアレスト

クラブ 438＋ 21：00．8� 16．8

22 � アルファジップ 牝3栗 54 C．ルメール�グランド牧場 伊藤 圭三 米 Overbrook

Farm B452± 01：00．9	 2．1�
66 ハッピーミニスター 牡3黒鹿56 菱田 裕二堀 祥子氏 池上 昌和 新ひだか 萩澤 泰博 B466± 01：01．22 18．4
44 トゥゲザーアゲイン 牡3栗 56 黛 弘人グリーンスウォード伊藤 伸一 浦河 草薙 利昭 450＋ 81：01．3� 100．0�
67 バーチャルワンダー 牡3栗 56 丹内 祐次小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 476－ 21：02．04 194．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 44，291，400円 複勝： 55，184，700円 枠連： 6，307，700円
馬連： 46，632，000円 馬単： 26，553，400円 ワイド： 41，808，600円
3連複： 65，057，500円 3連単： 101，979，300円 計： 387，814，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 210円 � 320円 � 190円 枠 連（1－3） 4，260円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 8，080円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 410円 �� 930円

3 連 複 ��� 3，870円 3 連 単 ��� 29，920円

票 数

単勝票数 計 442914 的中 � 51242（4番人気）
複勝票数 計 551847 的中 � 69801（4番人気）� 38811（5番人気）� 84153（3番人気）
枠連票数 計 63077 的中 （1－3） 1146（14番人気）
馬連票数 計 466320 的中 �� 9376（16番人気）
馬単票数 計 265534 的中 �� 2464（32番人気）
ワイド票数 計 418086 的中 �� 8466（16番人気）�� 28392（4番人気）�� 11170（14番人気）
3連複票数 計 650575 的中 ��� 12581（17番人気）
3連単票数 計1019793 的中 ��� 2471（115番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．1―34．8―46．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．4
3 ・（3，11）（8，10）5，9－（2，6）4，1＝7 4 ・（3，11）8，10，5（1，9）2，4，6－7

勝馬の
紹 介

�カ ク シ ン �
�
父 Malibu Moon �

�
母父 Exchange Rate デビュー 2019．6．2 東京7着

2017．2．20生 牡3黒鹿 母 Switcheroo 母母 Rateeba 13戦1勝 賞金 7，700，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔3走成績による出走制限〕 トゥゲザーアゲイン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月5日まで平地競走に出走で
きない。

※出走取消馬 ドーン号（疾病〔右後肢跛行〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 エムテイオー号・スマートワイバーン号・ラヴアンドゲーム号

19016 7月5日 曇 良 （2函館2） 第2日 第4競走 ��
��1，800�3歳未勝利

発走11時25分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

12 ナムラショウグン 牡3青鹿56 藤岡 康太奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 474－ 61：49．4 8．7�
611 アントルラッセ 牝3鹿 54 古川 吉洋�下河辺牧場 上村 洋行 日高 下河辺牧場 404＋ 61：49．5� 10．9�
59 カ ノ ア 牝3鹿 54 国分 恭介 �ニッシンホール

ディングス 牧田 和弥 新ひだか チャンピオンズファーム 450－ 8 〃 クビ 13．0�
24 ヤマニンプティパ 牝3鹿 54 柴山 雄一土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 434± 01：49．82 4．1�
816 アドマイヤメティス 牝3鹿 54

52 △亀田 温心近藤 旬子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 418＋ 81：49．9クビ 4．1	
23 ラ ジ ゼ ル 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 420－ 41：50．0	 171．5

714 ネオストーリー 牡3青鹿56 菱田 裕二藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル 456＋ 41：50．21 12．8�
36 ポテンシャルリアル 牡3栗 56 藤岡 佑介ライオンレースホース� 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 504＋ 4 〃 アタマ 22．4�
47 マテンロウヒーロー 牡3栗 56 勝浦 正樹寺田 秀樹氏 角田 晃一 新冠 パカパカ

ファーム 464－ 21：50．62	 41．0
35 セ ー リ ン グ 牡3鹿 56 丸山 元気栗坂 崇氏 和田 雄二 新冠 ベルモント

ファーム 440± 0 〃 ハナ 5．8�
612 ランクリッツ 牝3鹿 54 岩田 康誠�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 424± 0 〃 クビ 70．3�
48 ホッコーラプラス 牝3鹿 54 池添 謙一北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 434－ 21：50．92 9．2�
11 ビップリバプール 牡3栗 56 大野 拓弥鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム B480－ 61：51．11	 87．7�
713
 ブレイムドーター 牝3鹿 54 吉田 隼人小川眞査雄氏 小野 次郎 米 Indian Creek

& Nicky Drion B392± 01：51．84 48．8�
510 タイキスピネル 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 482＋ 6 〃 クビ 205．4�

815
 モズネイティブ 牝3鹿 54 加藤 祥太 �キャピタル・システム 藤岡 健一 米 Breeze
Easy LLC 488± 01：54．1大差 292．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，637，600円 複勝： 56，171，100円 枠連： 8，624，900円
馬連： 49，391，200円 馬単： 20，367，400円 ワイド： 49，893，200円
3連複： 79，559，400円 3連単： 79，430，200円 計： 375，075，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 300円 � 290円 � 420円 枠 連（1－6） 4，310円

馬 連 �� 5，410円 馬 単 �� 10，250円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 1，830円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 17，620円 3 連 単 ��� 97，270円

票 数

単勝票数 計 316376 的中 � 28836（4番人気）
複勝票数 計 561711 的中 � 49995（5番人気）� 53465（4番人気）� 33060（8番人気）
枠連票数 計 86249 的中 （1－6） 1548（25番人気）
馬連票数 計 493912 的中 �� 7065（22番人気）
馬単票数 計 203674 的中 �� 1490（43番人気）
ワイド票数 計 498932 的中 �� 7748（21番人気）�� 7014（24番人気）�� 6191（26番人気）
3連複票数 計 795594 的中 ��� 3385（64番人気）
3連単票数 計 794302 的中 ��� 592（367番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．4―12．6―12．5―11．8―12．2―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―36．0―48．6―1：01．1―1：12．9―1：25．1―1：37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．5
1
3

・（10，16）（4，15）（1，8）13，11，14（5，7，12）（2，9）3－6・（16，12）14（4，6）8（13，11）（10，9）（1，3，7）15（2，5）
2
4
16（10，4）（15，8）1（11，13）（5，7，14，12）2（3，9）－6・（16，12，14）（4，6）（8，11）（3，9）（13，2，7，5）（10，1）－15

勝馬の
紹 介

ナムラショウグン �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2020．1．18 京都9着

2017．3．17生 牡3青鹿 母 サンクイーンⅡ 母母 Fountain of Peace 8戦1勝 賞金 6，120，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モズネイティブ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月5日まで平地競走

に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ビップリバプール号・タイキスピネル号・モズネイティブ号は，「3走成績による出走制限」のため，

令和2年9月5日まで平地競走に出走できない。



19017 7月5日 曇 良 （2函館2） 第2日 第5競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時15分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．3
1：44．5

良
良

55 ア ラ ン デ ル 牡2鹿 54 池添 謙一 �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 506 ―1：52．4 3．1�
11 アークライト 牡2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 510 ― 〃 クビ 1．7�
33 ライトニングホーク 牝2黒鹿54 丸山 元気 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 450 ―1：53．03� 4．4�
22 ランカンカン 牡2栗 54 大野 拓弥橋元 勇氣氏 田中 博康 浦河 笠松牧場 492 ―1：53．31� 25．7�
66 ウインガヴァナー 牡2黒鹿54 横山 武史�ウイン 西園 正都 浦河 笹島 政信 472 ―1：53．83 31．3	
44 エ ー プ ラ ス 牝2青鹿54 横山 和生馬目 卓氏 奥村 武 浦河 辻 牧場 472 ―1：54．33 55．0


（6頭）

売 得 金
単勝： 73，447，100円 複勝： 47，767，200円 枠連： 発売なし
馬連： 43，205，600円 馬単： 40，891，000円 ワイド： 24，733，400円
3連複： 50，545，000円 3連単： 197，507，700円 計： 478，097，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 120円 �� 120円 �� 120円

3 連 複 ��� 150円 3 連 単 ��� 1，020円

票 数

単勝票数 計 734471 的中 � 192260（2番人気）
複勝票数 計 477672 的中 � 121876（2番人気）� 200763（1番人気）
馬連票数 計 432056 的中 �� 141428（1番人気）
馬単票数 計 408910 的中 �� 54060（3番人気）
ワイド票数 計 247334 的中 �� 56831（1番人気）�� 47551（3番人気）�� 49193（2番人気）
3連複票数 計 505450 的中 ��� 248217（1番人気）
3連単票数 計1975077 的中 ��� 139631（3番人気）

ハロンタイム 12．8―12．8―13．9―12．8―12．3―12．1―11．9―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．6―39．5―52．3―1：04．6―1：16．7―1：28．6―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．7
1
3
・（2，3）（4，1，5）6・（1，5）（3，4）－（2，6）

2
4
・（2，3）（4，5，1）－6・（1，5）3，4，2－6

勝馬の
紹 介

ア ラ ン デ ル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2018．1．28生 牡2鹿 母 ガラディナー 母母 ディナータイム 1戦1勝 賞金 7，000，000円

19018 7月5日 曇 良 （2函館2） 第2日 第6競走 ��1，700�3歳未勝利
発走12時45分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

22 スパークインザアイ �3鹿 56 C．ルメール 西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 452± 01：47．3 2．6�
58 チャムランテソーロ 牡3鹿 56

54 △木幡 育也了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 日高 下河辺牧場 B466± 01：47．4� 14．9�

610 マイネルエンカント 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 勇介 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 41：47．5� 4．9�

11 サンロックランド 牡3鹿 56 横山 和生 �加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 沼田 照秋 496－ 41：47．71 6．8�
45 プ ロ ス ペ ロ 牡3栗 56

54 △亀田 温心村上 憲政氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 482－ 81：48．65 96．8�
46 メイショウトラヒメ 牝3青 54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 476＋101：49．34 6．2	
33 ゾ ー ル シ カ 牝3芦 54 丸山 元気山口 敦広氏 土田 稔 新冠 山岡ファーム 434± 01：49．51� 26．3

69 ウォータージョイ 牡3鹿 56 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 畔高牧場 484＋ 81：49．71 11．8�
813 プレシャススパート 牝3栗 54 勝浦 正樹日向 均氏 的場 均 浦河 まるとみ冨岡牧場 498± 01：49．8� 82．0�
34 ピクトグラム 牝3青鹿54 荻野 琢真須野牧場 今野 貞一 日高 新井 昭二 428－ 61：50．01� 215．7�
814 ウィシュカムトゥル 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士 H.F Association 石橋 守 新ひだか 沖田 忠幸 472± 01：50．63� 62．1�
711 オ ッ ト 牡3黒鹿56 吉田 隼人中辻 明氏 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 B410＋ 61：50．7� 14．3�
57 ディーププレザント 牡3栗 56 池添 謙一山田 裕仁氏 森田 直行 新ひだか 千代田牧場 B518＋ 21：50．8� 19．2�
712 サンバトルクリーク 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 浦河 丸村村下
ファーム 476＋ 41：52．39 216．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，287，200円 複勝： 39，230，300円 枠連： 6，786，900円
馬連： 37，184，000円 馬単： 17，858，000円 ワイド： 39，026，500円
3連複： 60，223，600円 3連単： 69，668，000円 計： 300，264，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 310円 � 170円 枠 連（2－5） 1，260円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 4，360円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 280円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 3，880円 3 連 単 ��� 17，900円

票 数

単勝票数 計 302872 的中 � 92532（1番人気）
複勝票数 計 392303 的中 � 84642（1番人気）� 24663（7番人気）� 62508（2番人気）
枠連票数 計 67869 的中 （2－5） 4172（7番人気）
馬連票数 計 371840 的中 �� 9793（10番人気）
馬単票数 計 178580 的中 �� 3066（16番人気）
ワイド票数 計 390265 的中 �� 8553（14番人気）�� 40959（1番人気）�� 7240（18番人気）
3連複票数 計 602236 的中 ��� 11640（9番人気）
3連単票数 計 696680 的中 ��� 2821（40番人気）

ハロンタイム 7．2―10．8―11．5―12．2―12．7―13．0―13．2―13．4―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．0―29．5―41．7―54．4―1：07．4―1：20．6―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F39．9
1
3
・（3，12）13，4－（5，7）（6，11）9－10（2，14）－1＝8
3，12，13（4，1）－5（10，7）（6，11）2，9，8，14

2
4
・（3，12）13，4（5，7）－（6，11）－9，10（2，14）－1－8・（3，1）－（4，13）（10，5，2）12，8（7，6）（11，9）14

勝馬の
紹 介

スパークインザアイ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．5．2 東京4着

2017．5．9生 �3鹿 母 スパークオンアイス 母母 ア ゲ ヒ バ リ 4戦1勝 賞金 7，410，000円
〔3走成績による出走制限〕 ピクトグラム号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月5日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウラニア号・ジューンマウス号



19019 7月5日 曇 良 （2函館2） 第2日 第7競走 ��
��2，400�3歳以上1勝クラス

発走13時15分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
2：32．8
2：28．6

稍重
不良

55 ヒロイックテイル 牡3栗 54 藤岡 康太吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 478＋122：32．6レコード 3．9�
11 ヤマノマタカ 牡3鹿 54 丹内 祐次澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 B462± 02：34．9大差 21．8�
44 タニノシェクハンド 牡4栗 57

55 △亀田 温心谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 488－ 42：35．0クビ 35．8�
22 � ワンダーラジャ 牡6栗 57 C．ルメール 山本 能成氏 石坂 公一 浦河 秋場牧場 514＋ 42：35．1	 1．7�
66 スズカブランコ 牡4栗 57 古川 吉洋永井 啓弍氏 上村 洋行 様似 様似共栄牧場 472＋142：35．84 190．1�
88 � ク ロ ヒ ョ ウ 牡4青鹿 57

54 ▲山田 敬士河内 孝夫氏 小西 一男 日高 坂 牧場 494＋ 62：36．22
 27．4�
33 � ブロッコリー 牡5鹿 57 岩田 康誠嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 476－ 42：36．94 9．7	
89 ダルムシュタット 牡3鹿 54 田中 勝春村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B468－ 22：37．75 8．1

77 ポベーダテソーロ 牡4鹿 57 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 480± 0 〃 アタマ 11．6�
（9頭）

売 得 金
単勝： 36，635，300円 複勝： 107，850，400円 枠連： 5，596，700円
馬連： 40，564，200円 馬単： 30，394，500円 ワイド： 37，722，900円
3連複： 56，018，100円 3連単： 124，655，000円 計： 439，437，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 430円 � 1，150円 � 1，380円 枠 連（1－5） 2，710円

馬 連 �� 2，660円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，250円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 15，080円 3 連 単 ��� 61，600円

票 数

単勝票数 計 366353 的中 � 74194（2番人気）
複勝票数 計1078504 的中 � 72516（2番人気）� 23946（6番人気）� 19733（8番人気）
枠連票数 計 55967 的中 （1－5） 1597（11番人気）
馬連票数 計 405642 的中 �� 11798（10番人気）
馬単票数 計 303945 的中 �� 5294（16番人気）
ワイド票数 計 377229 的中 �� 10948（12番人気）�� 7799（15番人気）�� 4025（23番人気）
3連複票数 計 560181 的中 ��� 2786（34番人気）
3連単票数 計1246550 的中 ��� 1467（159番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―12．9―13．1―12．4―13．2―13．8―12．6―12．2―12．3―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―24．9―37．8―50．9―1：03．3―1：16．5―1：30．3―1：42．9―1：55．1―2：07．4―2：19．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→	」 上り4F49．7―3F37．5
1
�
・（5，3）（6，8）9，1，2－4－7
5－（6，3，8）（1，2）－（4，9）－7

2
�
・（5，3）（6，8）1（2，9）4，7
5＝（6，8，2）（1，3）4＝9－7

勝馬の
紹 介

ヒロイックテイル 
�
父 スクリーンヒーロー 

�
母父 Awesome Again デビュー 2019．12．21 阪神7着

2017．5．7生 牡3栗 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend 5戦2勝 賞金 15，230，000円

19020 7月5日 曇 良 （2函館2） 第2日 第8競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （芝・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

22 ポ リ ア ン サ 牝4栗 55 杉原 誠人佐藤 壽男氏 木村 哲也 洞�湖 レイクヴィラファーム 482＋ 62：01．5 27．2�
33 ルビーカサブランカ 牝3栗 52 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460± 02：02．24 2．8�
77 イ ル マ タ ル 牝4鹿 55 藤岡 佑介吉田 照哉氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 466＋242：02．52 3．8�
11 アークロイヤル 牝4栗 55 岩田 康誠原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 422＋ 22：02．71� 11．2�
89 ウインアルカンナ 牝3黒鹿52 横山 武史�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 462＋102：03．33	 3．0�
44 デサフィアンテ 牝5黒鹿55 丸山 元気 	キャロットファーム 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 500＋ 22：03．51� 9．4

55 マジックリアリズム 牝4鹿 55 大野 拓弥 	社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム B462＋ 6 〃 ハナ 23．4�
66 レディーキティ 牝5鹿 55 国分 恭介廣崎利洋HD� 野中 賢二 千歳 社台ファーム 406－ 42：03．7
 35．2�
78 レ ロ ー ヴ 牝6鹿 55 横山 和生今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 510± 02：04．12	 83．8
810� ミ フ リ マ 牝4鹿 55

53 △亀田 温心髙瀬 真尚氏 本間 忍 日高 本間牧場 452＋ 42：04．52	 248．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 29，071，600円 複勝： 35，169，100円 枠連： 5，158，400円
馬連： 39，229，700円 馬単： 20，719，600円 ワイド： 37，999，900円
3連複： 55，673，100円 3連単： 85，133，600円 計： 308，155，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，720円 複 勝 � 420円 � 140円 � 150円 枠 連（2－3） 3，250円

馬 連 �� 4，240円 馬 単 �� 10，130円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 1，490円 �� 300円

3 連 複 ��� 3，720円 3 連 単 ��� 43，800円

票 数

単勝票数 計 290716 的中 � 8522（7番人気）
複勝票数 計 351691 的中 � 14743（8番人気）� 78034（1番人気）� 67786（2番人気）
枠連票数 計 51584 的中 （2－3） 1228（12番人気）
馬連票数 計 392297 的中 �� 7166（15番人気）
馬単票数 計 207196 的中 �� 1534（33番人気）
ワイド票数 計 379999 的中 �� 6718（16番人気）�� 6001（18番人気）�� 37596（2番人気）
3連複票数 計 556731 的中 ��� 11204（13番人気）
3連単票数 計 851336 的中 ��� 1409（145番人気）

ハロンタイム 13．1―10．9―11．7―11．5―11．8―11．9―12．5―12．6―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．0―35．7―47．2―59．0―1：10．9―1：23．4―1：36．0―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．1
1
3
2＝3－5，8，7，9，4－10，1，6
2＝3（5，8）9（7，4，6）－1，10

2
4
2＝3－5，8（7，9）－4－（1，10）6
2＝3，5（7，8）9（1，4，6）＝10

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ポ リ ア ン サ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．7．22 福島1着

2016．2．7生 牝4栗 母 メジロルルド 母母 メジロドーベル 12戦2勝 賞金 21，242，000円



19021 7月5日 曇 良 （2函館2） 第2日 第9競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走14時15分 （500万円以下） （芝・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

22 � タイセイブランシュ 牝4芦 55 大野 拓弥田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 前川 勝春 468＋ 61：09．5 6．9�
710 エイカイマドンナ 牝5鹿 55 荻野 琢真二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B446± 0 〃 クビ 33．1�
33 ホーリーライン 牝4青鹿55 C．ルメール �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 434＋ 21：09．92	 5．6�
79 グランチェイサー 牡3黒鹿54 岩田 康誠落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 452－ 21：10．22 5．2�
811 アポロセイラン 牡3鹿 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 中舘 英二 日高 春木ファーム 462－ 21：10．3	 12．6�
44 フ ァ タ リ テ 牡4鹿 57 古川 吉洋奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 日の出牧場 462＋181：10．4クビ 200．6	
67 ト ス ア ッ プ 牝4栗 55 水口 優也 
シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 436－ 21：10．61
 27．5�
812 タマノアドレ 牝3鹿 52 池添 謙一玉腰 勇吉氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 398± 01：10．91� 28．2�
55 ダンスロマネスク 牝4鹿 55 横山 和生 
社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 472＋ 21：11．0� 36．5
56 � レイナブローニュ 牝4栗 55 横山 武史山本又一郎氏 古賀 慎明 新冠 秋田牧場 462＋ 21：11．21 4．8�
68 � デュアリティ 牝4鹿 55

53 △亀田 温心中西 宏彰氏 森 秀行 浦河 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 494± 01：11．62	 5．3�

11 ヴィクトリアポデル 牡4鹿 57 丹内 祐次西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新冠 松本 信行 B500＋101：12．77 7．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 40，976，200円 複勝： 62，257，600円 枠連： 8，011，400円
馬連： 61，576，300円 馬単： 26，561，900円 ワイド： 51，024，400円
3連複： 85，845，500円 3連単： 103，189，500円 計： 439，442，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 250円 � 810円 � 230円 枠 連（2－7） 2，220円

馬 連 �� 13，770円 馬 単 �� 21，770円

ワ イ ド �� 3，910円 �� 820円 �� 3，330円

3 連 複 ��� 23，000円 3 連 単 ��� 141，420円

票 数

単勝票数 計 409762 的中 � 46882（5番人気）
複勝票数 計 622576 的中 � 68422（5番人気）� 16742（9番人気）� 76872（4番人気）
枠連票数 計 80114 的中 （2－7） 2789（15番人気）
馬連票数 計 615763 的中 �� 3465（45番人気）
馬単票数 計 265619 的中 �� 915（80番人気）
ワイド票数 計 510244 的中 �� 3271（46番人気）�� 16875（9番人気）�� 3860（41番人気）
3連複票数 計 858455 的中 ��� 2799（89番人気）
3連単票数 計1031895 的中 ��� 529（499番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―11．2―12．0―12．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．2―33．4―45．4―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．1
3 ・（1，8）－12（4，6）5（9，10）（3，11）（7，2） 4 8，1（4，12，6）（9，5，10）（3，11）2，7

勝馬の
紹 介

�タイセイブランシュ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 エンドスウィープ

2016．2．25生 牝4芦 母 タイセイハニー 母母 ロ ザ ヴ ィ ア 11戦1勝 賞金 11，950，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィクトリアポデル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月5日まで平地競
走に出走できない。

19022 7月5日 曇 良 （2函館2） 第2日 第10競走 ��
��1，000�

ふ ん か わ ん

噴 火 湾 特 別
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
57．7
56．9

重
重

56 ハクアイブラック 牡3黒鹿54 古川 吉洋 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 新冠 佐藤牧場 524＋ 4 57．9 3．5�
79 スリーピート 牡3栗 54 藤岡 佑介永井商事� 湯窪 幸雄 新冠 北星村田牧場 500＋ 2 58．53� 5．5�
811 ノボベイビー 牡5栗 57 国分 恭介�LS.M 天間 昭一 清水 小野瀬 竜馬 494± 0 58．71	 8．6�
44 スマートアテナ 牝4栗 55 丹内 祐次大川 徹氏 吉田 直弘 浦河 杵臼牧場 442＋ 6 〃 クビ 43．3�
22 シゲルスピネル 牝4栗 55 大野 拓弥森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム B462＋ 4 58．8クビ 15．3�
67 ベアクアウフ 牡4鹿 57 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 清水 英克 むかわ 東振牧場 488± 0 〃 クビ 84．6	
812 ゴールデンチョイス 牡4青鹿57 菱田 裕二田島榮二郎氏 武藤 善則 新ひだか 元茂牧場 B476＋ 2 58．9� 23．9

55 ハヤブサペコムスメ 牝3栗 52 吉田 隼人武田 修氏 尾形 和幸 新ひだか グランド牧場 458＋ 8 59．11	 3．1�
710 リープリングスター 
4鹿 57 池添 謙一保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B542－ 2 59．42 10．3�
68 ブラックアウト 牡4黒鹿57 亀田 温心 �エクワインレーシング 岩戸 孝樹 新冠 安達 洋生 482＋ 4 59．61	 46．9
33 トモジャスティス 牡5黒鹿57 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 千葉 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 506＋ 6 59．7� 20．0�
11 ガーデンコンサート 牝4鹿 55 丸山 元気 �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム B474＋141：01．18 23．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 49，285，000円 複勝： 60，150，800円 枠連： 15，619，900円
馬連： 81，929，300円 馬単： 36，852，200円 ワイド： 64，318，400円
3連複： 117，183，700円 3連単： 151，249，800円 計： 576，589，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 160円 � 240円 枠 連（5－7） 320円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 390円 �� 720円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 9，600円

票 数

単勝票数 計 492850 的中 � 112316（2番人気）
複勝票数 計 601508 的中 � 109635（2番人気）� 104486（3番人気）� 52981（5番人気）
枠連票数 計 156199 的中 （5－7） 36774（1番人気）
馬連票数 計 819293 的中 �� 83428（2番人気）
馬単票数 計 368522 的中 �� 18686（4番人気）
ワイド票数 計 643184 的中 �� 44772（3番人気）�� 22316（6番人気）�� 20186（8番人気）
3連複票数 計1171837 的中 ��� 34983（4番人気）
3連単票数 計1512498 的中 ��� 11413（16番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．5―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．6―34．1―45．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．3
3 6，4（2，3，11）5，12，9－（8，7）10＝1 4 6（4，11）（2，3）（9，5，12）－7（8，10）＝1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハクアイブラック �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2019．8．31 小倉2着

2017．2．17生 牡3黒鹿 母 ベストフューチャー 母母 オリミツキネン 10戦3勝 賞金 38，716，000円



19023 7月5日 曇 良 （2函館2） 第2日 第11競走 ��
��1，800�

ともえ

巴 賞
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳52�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

44 トーラスジェミニ 牡4鹿 56 木幡 育也柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 478± 01：47．9 5．4�
33 ミラアイトーン 牡6青鹿57 横山 和生島川 �哉氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 556＋101：48．11	 11．3�
78 カリビアンゴールド 牝6黒鹿54 藤岡 康太ゴドルフィン 
島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476－101：48．2クビ 5．8�
810 ブレステイキング 牡5鹿 56 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：48．3� 6．5�
77 マイネルフラップ 牡4黒鹿56 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム 478－ 8 〃 クビ 93．6

89 � ベストアプローチ 6栗 56 横山 武史ゴドルフィン 小島 茂之 英 Car Colston

Hall Stud 492＋101：48．4	 8．1�
22 レッドサイオン 牡4鹿 56 C．ルメール 	東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 468＋161：48．82	 2．6�
66 ナイトオブナイツ 牡7栗 57 池添 謙一市川義美ホール

ディングス	 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 458－ 61：49．01	 19．1
11 ド ゥ オ ー モ 牡7鹿 56 勝浦 正樹広尾レース	 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 474－ 21：49．1	 11．1�
55 � ソーディスイズラヴ 牝6鹿 54 荻野 琢真古谷 剛彦氏 田中 正二 新ひだか 高橋 義浩 430± 01：50．27 305．0�

（北海道）

（10頭）

売 得 金
単勝： 83，940，600円 複勝： 104，231，900円 枠連： 24，528，400円
馬連： 192，829，000円 馬単： 78，212，100円 ワイド： 110，665，000円
3連複： 271，866，100円 3連単： 416，126，400円 計： 1，282，399，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 210円 � 310円 � 180円 枠 連（3－4） 2，920円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 4，420円

ワ イ ド �� 750円 �� 530円 �� 930円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 23，430円

票 数

単勝票数 計 839406 的中 � 122952（2番人気）
複勝票数 計1042319 的中 � 128274（4番人気）� 77056（7番人気）� 167143（2番人気）
枠連票数 計 245284 的中 （3－4） 6492（13番人気）
馬連票数 計1928290 的中 �� 59708（12番人気）
馬単票数 計 782121 的中 �� 13255（20番人気）
ワイド票数 計1106650 的中 �� 37635（12番人気）�� 55195（5番人気）�� 29640（18番人気）
3連複票数 計2718661 的中 ��� 49232（20番人気）
3連単票数 計4161264 的中 ��� 12872（103番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―12．2―12．2―11．9―11．9―11．6―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．7―36．9―49．1―1：01．0―1：12．9―1：24．5―1：36．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F35．0
1
3
4（3，8）7（2，6）－10，9，1，5
4，8，3（7，6）（2，10）9，1－5

2
4
4（3，8）7（2，6）－10，9，1－5
4（3，8）（7，6）（2，10，9）－1－5

勝馬の
紹 介

トーラスジェミニ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．7．1 福島9着

2016．4．30生 牡4鹿 母 エリモエトワール 母母 ステラーオデッセイ 18戦5勝 賞金 85，058，000円
〔制裁〕 ブレステイキング号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

19024 7月5日 曇 良 （2函館2） 第2日 第12競走 ��1，200�H T B 杯
発走16時05分 （芝・右）

牝，3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
北海道テレビ放送賞（1着）

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

67 アヌラーダプラ 牝3鹿 52 横山 武史 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 462± 01：09．3 3．1�
710 ウォーターエデン 牝4鹿 55 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 新冠 須崎牧場 486＋ 21：09．61� 3．8�
33 グランドピルエット 牝5鹿 55 横山 和生 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 496＋ 2 〃 クビ 20．7�
812 アスタービーナス 牝5鹿 55 藤岡 佑介加藤 久枝氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 416＋ 41：09．81� 17．1�
79 エンジェルカナ 牝4栗 55 黛 弘人 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 428－ 41：10．01 107．4	
811 イルヴェントデーア 牝4鹿 55 丸山 元気 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 浦河 ディアレスト
クラブ 448＋ 61：10．1クビ 19．0


44 デンタルバルーン 牝3青鹿52 藤岡 康太三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 浦河 カナイシスタッド 450＋ 2 〃 アタマ 10．2�
11 ヴァラークラウン 牝3黒鹿52 古川 吉洋ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 41：10．2� 10．5�
22 ベッラヴォルタ 牝3栗 52 川島 信二ディアレストクラブ� 加用 正 新ひだか 前田ファーム 480－ 6 〃 ハナ 12．7
55 シャイニールミナス 牝3鹿 52 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 芳住 鉄兵 460± 01：10．3� 6．7�
68 フクノナルボンヌ 牝4栗 55 大野 拓弥福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社

ケイズ 508－ 61：10．51 16．4�
56 シャインカメリア 牝5芦 55 吉田 隼人皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 472－ 41：10．92� 42．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 78，143，800円 複勝： 104，292，100円 枠連： 22，106，200円
馬連： 132，161，900円 馬単： 53，307，500円 ワイド： 109，964，100円
3連複： 200，250，500円 3連単： 234，749，500円 計： 934，975，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 140円 � 360円 枠 連（6－7） 480円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 930円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，470円 �� 880円

3 連 複 ��� 3，750円 3 連 単 ��� 9，460円

票 数

単勝票数 計 781438 的中 � 199325（1番人気）
複勝票数 計1042921 的中 � 188868（2番人気）� 232247（1番人気）� 52484（10番人気）
枠連票数 計 221062 的中 （6－7） 35456（1番人気）
馬連票数 計1321619 的中 �� 171461（1番人気）
馬単票数 計 533075 的中 �� 42663（1番人気）
ワイド票数 計1099641 的中 �� 108574（1番人気）�� 17423（20番人気）�� 30101（11番人気）
3連複票数 計2002505 的中 ��� 40010（8番人気）
3連単票数 計2347495 的中 ��� 17984（8番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．5―11．8―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―34．0―45．8―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．3
3 4，6（5，8）7（1，3）10（9，12）（11，2） 4 4（6，8）（5，7）（3，10）（1，12，11）9，2

勝馬の
紹 介

アヌラーダプラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Rahy デビュー 2019．9．22 中山1着

2017．4．17生 牝3鹿 母 ポロンナルワ 母母 シンハリーズ 5戦3勝 賞金 29，473，000円

３レース目



（2函館2）第2日 7月5日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 135頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

207，680，000円
3，020，000円
23，270，000円
1，070，000円
23，300，000円
55，008，000円
3，712，500円
1，296，000円

勝馬投票券売得金
567，778，100円
805，752，600円
119，771，900円
822，809，400円
407，340，100円
656，963，300円
1，188，207，700円
1，780，731，300円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，349，354，400円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回函館競馬第2日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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